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☆こんな本を希望 
 
 
 
 
☆図書館で準備できる本  

「４年生で読みたい本」セット（89 冊）になっています！ 
書  名 出 版 社 備   考 

日本の神話 のら書房 神話 

絵で読む広島の原爆 福音館書店  日本史 

エンザロ村のかまど 福音館書店 地理 

災害救助犬レイラ 講談社 社会福祉 

世界のむかしばなし のら書房 民話 

世界一おいしい火山の本 小峰書店 地震学 

モグラはかせの地震たんけん ポプラ社 地震学 

ホタルの国から―沖縄・久米島のクメジマボタル 新日本出版社  動物学 

ぼくのお姉さん 偕成社 日本文学 

雄太昆虫記 くもん出版 動物学 

どんぐりの穴のひみつ 偕成社 動物学 

ゆりかごは口の中 ポプラ社 動物学 

点字どうぶつえん 同友館 福祉教育 

赤い卵のひみつ 小峰書店 動物学 

大人も読みたい こども歳時記 小学館 日本文学 

あしたのあたしはあたらしいあたし 理論社 日本文学 

動物園ものがたり くもん出版 日本文学 

宇宙人のしゅくだい 講談社  日本文学 

びりっかすの神さま 偕成社 日本文学 

ぼくの・稲荷山戦記 講談社  日本文学 

よりぬきマザーグース 岩波書店  英米文学 

大きなたまご 岩波書店 英米文学 

チョコレート工場の秘密 評論社 英米文学 

黒ねこのおきゃくさま 福音館書店 英米文学 

楽しいスケート遠足 福音館書店 英米文学 

シートン動物記 野生のヒツジ クラッグ 童心社 英米文学 

シートン動物記 イノシシの勇者フォーミィ 童心社 英米文学 

シートン動物記 カラスのシルバースポット 童心社 英米文学 

シートン動物記 クマ王モナーク 童心社 英米文学 

シートン動物記 大草原のウマ ペイサー 童心社 英米文学 

シートン動物記 コウモリの妖精アタラファ 童心社 英米文学 

シートン動物記 アライグマのワイアッチャ 童心社 英米文学 

 
 

 

 

 

「４年生で読みたい本」（教科書上・下巻末のふろくで紹介されている本）を借りたい。 



松戸市立図書館パスファインダー 
 
 
 
 

「４年生で読みたい本」セット（89 冊）の続き 

 
書  名 出 版 社 備   考 

シートン動物記 下町のネコ キティ 童心社 英米文学 

シートン動物記 サンドヒルのシカ スタッグ 童心社 英米文学 

シートン動物記 子ぐまのジョニー 童心社 英米文学 

シートン動物記 リスのバナーテイル 童心社 英米文学 

シートン動物記 銀ギツネのドミノ 童心社 英米文学 

シートン動物記 ワタオウサギのラグ 童心社 英米文学 

シートン動物記 わたしの愛犬ビンゴ 童心社 英米文学 

シートン動物記 オオカミ王ロボ 童心社 英米文学 

ドリトル先生航海記 岩波書店  英米文学 

大どろぼうホッツェンプロッツ 偕成社 ドイツ文学 

エーミールと探偵たち 岩波書店  ドイツ文学 

みどりのゆび 岩波書店  フランス文学 

イーダ 創元社 地球科学 

ほんとうの空色 岩波書店 ヨーロッパ文学 

だれもしらない あかね書房 物語 

かようびのよる 徳間書店 絵本 

１つぶのおこめ―さんすうのむかしばなし 光村教育図書 絵本 

月のかがく 旬報社 絵本 

せかいいちおいしいスープ 岩波書店 絵本 

酒呑童子 ポプラ社  絵本 

はせがわくんきらいや 復刊ドットコム 絵本 

猫は生きている 理論社  絵本 

おひさまいろのきもの 福音館書店  絵本 

雪の写真家ベントレー BL出版 絵本 

天使のクリスマス ほるぷ出版  絵本 

干し柿 あかね書房 絵本 

犬たちがくれた音―聴導犬誕生物語 金の星社 社会福祉 

わたしたちのトビアス 偕成社 教育 

ありがとう、フォルカーせんせい 岩崎書店 絵本 

わたしたち手で話します あかね書房 絵本 

ウナギのいる川いない川 ポプラ社 動物学（魚類） 

遠野物語 偕成社 物語 

車のいろは空のいろ白いぼうし ポプラ社 物語 

つるばら村のパン屋さん 講談社 物語 

夕鶴・彦市ばなし 偕成社 物語 

未来を生きるきみたちへ 小学館 道徳 

あらかわすみだがわ 偕成社 絵本 

よくわかる警察 PHC研究所 政治 

月を知る！ 岩崎書店 宇宙 

ロボット大研究 フレーベル館 電気 

   



書  名 出 版 社 備   考 

農家になろう３ イネとともに 
農村漁村文化

会館 
農業 

オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 学研プラス 体育・スポーツ 

ウミガメのいのちをつなぐ岬 
少年写真新聞

社 
動物学 

ビックリ！マグロ大百科 講談社 動物学 

みんながつかうたてものだから 偕成社 絵本 

ツバメ 春に来る渡り鳥 あかね書房 動物学 

カタツムリはサーカス名人 文溪堂 物語 

子どもが語るトルコの昔話 こぐま社 物語 

君が微笑む時 福音館書店 写真 

冒険図鑑 福音館書店 体育・スポーツ 

シンドバットの冒険 岩波書店 絵本 

シャクトルの大漂流 岩波書店 絵本 

はんぶんペペちゃん 佼成出版社 物語 

この本をかくして 岩崎書店 絵本 

まいごのねこ 岩崎書店 絵本 

おかあさんのいのり 岩崎書店 絵本 
 


